
三和グループのCSRビジョン

三和グループは、2005年に「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献し、企業価値を高めます」というCSR
ビジョンを制定し、2018年度にはビジョン達成とステークホルダー満足の観点からESG重要課題（マテリアリティ）を定
め、各社・各部門において企業価値向上に向けた取り組みを進めています。

災害から身を守ることのできる安全な暮らし

犯罪から命・財産を守ることのできる安心な暮らし

使いやすい「動く建材」を利用した快適な暮らし

従業員

施工
技術者

お取引先

株主・ 
投資家

お客さま

地域
社会

CSRビジョン 安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献し、企業価値を高めます

三和グループのESGは本業を通じて社会に貢献するという考えです。

社是である安全、安心、快適を提供する商品・サービスを社会に提供す
ることこそ、社会的な課題解決につながり、結果として当社の価値創造
につながると考えています。

多品種化戦略を通じて培った多種多彩な商品群を社会に提供すること
により、人々 の社会生活における課題解決を目指します。

推進体制

三和グループが一体的にCSR活動を展開していくため、グループCSR推進会議を年4回、開催しています。また、グルー
プ各社には品質・環境・CSRを推進する年2回の会議と、実行・進捗管理を担う推進委員会を設置しています。

国内とグローバル事業部門を対象に四半期に一度開催し、ESG施策の進
捗および品質やリスク、コンプライアンス課題の検討・報告を行います。

主に国内グループ各社の品質・環境、ESG課題について検討し、また各社
のコンプライアンス活動体制の構築・推進を進捗管理します。

グループ各社において実施するCSRテーマについて周知を図り、施策の立
案、実行・進捗管理を行います。

グループCSR推進会議

議長：三和ホールディングス経営企画部門担当役員
出席メンバー： 三和ホールディングス社長 COO、 

グローバル事業部門担当役員、 
三和シヤッター工業社長、副社長

開催頻度：年4回

品質・環境・CSR推進会議

議長：三和シヤッター工業社長
出席メンバー： 国内グループ社長、 

三和シヤッター工業副社長、 
製造、開発、購買、工務、各部門長

開催頻度：年2回

CSR推進委員会

議長：グループ各社社長

事務局：三和ホールディングス コーポレート・コミュニケーション部

事務局：三和シヤッター工業 品質保証部、人事総務部

事務局：グループ各社 総務部門

ESGを通じた価値創造
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ESG重要課題の決定プロセスと背景

近年、持続可能な社会へのグローバルな取り組みが企業に強く求められており、国際的動向や三和グループを取り巻く
事業環境を踏まえ、取り組むべきESG重要課題（マテリアリティ）について以下のプロセスで特定作業を進めました。

ISO26000
中核主題 ESG重要課題 背景　

E
環境

環境

● 温室効果ガスの排出削減
● 適切な廃棄物管理
● グリーン調達の推進
● 環境配慮商品の提供

三和グループは、2007年に「三和グループ環境方針」を定め、消費エネルギーや
廃棄物の削減等に努めてきました。近年重視されている気候変動に関しては、調達
コストの増加やCO2排出量規制強化などがリスクとなる一方で、持続可能な社会に
資する環境配慮商品や、水害や異常気象に対応する防災商品の提供が事業を拡大
する機会になると考えています。  

S
社会

人権

● 人権の尊重 グローバルに事業を展開している三和グループは、世界的に重要視されている「人
権」への取り組みを強化しています。国籍、性別、年齢、障がいなどによる差別やハ
ラスメントの排除をすることが、自由闊達で風通しのよい職場の形成、従業員のモ
チベーション向上、ロイヤリティの醸成につながり、企業競争力を高め、新たなイノ
ベーションを生むものと考えています。

労働慣行

● ワークライフバランス
● ダイバーシティ
● 人材育成
● 安全と健康

三和グループの建材や開口部商品が「動く建材」として機能を発揮するためには、
開発から施工まで多数の労働力を必要とします。そのため、長時間労働の是正や多
様性の尊重、従業員の安全衛生への取り組みなど安心して働ける職場をつくること
や、企業の成長を牽引する人材を育成することは事業の基盤であり、競争力の源泉
であると考えています。

消費者課題

●  安全、安心、快適に貢献する 
商品・サービスの提供

● 商品の品質管理の強化
● 顧客満足度向上

三和グループは、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを
使命に事業活動を行っています。24時間、365日、これからも人々の暮らしや街の
機能を支え続けるために、安全、安心、快適に貢献する商品・サービスの提供、品
質安全や顧客満足の追求こそが、当社の存在意義であり、差別化の核であると考え
ています。

コミュニティへの 
参画および 

コミュニティの発展

● 地域貢献
● 社会貢献

グループの中核をなす三和シヤッター工業は、同業他社に先駆けて全国に生産・営
業ネットワークを広げ、現在の礎を築きました。今では世界の各地域で、地域社会
に根ざした事業活動を行っています。地域特性を考慮した商品展開、地域との共
生、本業を通じた社会貢献等が、地域社会と三和グループ双方の発展につながると
考えています。

G
ガバナンス

組織統治

● コーポレート・ガバナンス
● コンプライアンス
● リスクマネジメント
● ステークホルダーダイアログ

三和グループは日米欧とアジアにグループ会社を持つグローバル企業であり、企業
間競争が激化する中で、透明度の高い経営システム構築とコンプライアンス強化、
適切なリスクマネジメントを通じて企業価値を向上させ、様々なステークホルダーと
活発なコミュニケーションを図りつつ、その声を活かす事業活動を行うことが大切
だと考えています。

公正な事業慣行

● 公正な競争
● 腐敗防止

三和グループは、取引先や調達先、施工技術者や設計・工場協力会社など様々な
ステークホルダーに支えられて事業活動を行っています。将来にわたりこれらのス
テークホルダーとともに成長し発展していくことができるよう、公正・公平かつ倫理
的な関係を築くことで社会から信頼される企業を追求していくことが大切だと考え
ています。

ISO26000をベースにESGの大項 
目分類を実施し、大項目ごとに外部
評価やトレンド等を考慮して課題を
抽出

抽出されたESG課題を整理した上
で重要度をステークホルダーと自社
の二軸で評価し、取り組むべき重要
課題を特定

ＳＴＥＰ 2　重要課題の特定

品質・環境・CSR推進会議およびグ
ループCSR推進会議において重要
課題を審議した上で総合的に決定

ＳＴＥＰ 1　課題の抽出 ＳＴＥＰ 3　妥当性の確認
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ステークホルダーエンゲージメント

ESGデータ

CSR活動の推進にあたり、多様なステークホルダーとの対話を重視しています。対話を通じて寄せられたご指摘や情報
のうち、経営上重要と思われるものは、経営層にもフィードバックしています。

三和グループの商品は、ビル、マンション、工場、倉庫から学校や医療・福
祉施設など様々な建物の開口部で使用されており、人々の毎日を支えてい
ます。全国250ヵ所以上の拠点網や24時間365日対応の修理受付体制で
お客さまの多様な声や要望にお応えするとともに、カスタマーセンターに寄
せられたご意見は全社で共有し、商品やサービスの改善につなげています。

経営トップからグループ従業員に対して、経営戦略やビジョンの説明に加
えてCSR推進やコンプライアンスの重要性について、年4回の社内報や 

メールでメッセージを発信しています。三和シヤッター工業では年2回、社
長をはじめ経営幹部が約10拠点を訪問し、戦略や方針の説明、意見交換
を行っています。また、従業員意識調査や内部通報制度を通じて組織風
土の改善や不正の撲滅につなげています。

三和シヤッター工業には、調達先や工場協力会社など約110社から成る
「三和会」があり、情報共有と相互研鑚によりQCDE※の取り組みのレベル
アップを図っています。調達先で構成される「購買部会」ではコスト低減・
品質改善等、工場協力会社で構成される「製造部会」では品質向上・安全
活動等を重点目標に掲げ、連携強化のもと長期的な相互発展を目指して
います。

※ QCDE：Quality（品質）、Cost（価格）、Delivery（納期）、Environment（環境）の略。

適時・適切に情報開示し、株主・投資家の皆さまとの対話を経営へ反映す
ることによって持続的な成長と企業価値の向上に努めています。年2回の
決算説明会をはじめ、200回以上の IR個別ミーティング、北米・欧州・ア
ジアでの海外ロードショー、個人投資家向け説明会、機関投資家向け工
場見学会などを開催。「統合報告書」は毎年発行しています。

「動く建材」の安全、安心、快適を支える生命線である3,800人を超える
施工技術者に対しては、毎月の安全衛生定例会での施工品質・安全衛生
情報の伝達と情報の吸い上げ、各種研修やコンテストの実施、永年表彰、
福利厚生のサポート等に加えて、年２回の施工技術者向け広報誌の発行
等を通じて、施工品質の向上とエンゲージメントの強化に努めています。 

三和グループは良き企業市民として、県産材の商品活用、毎年1,500名が
参加する「環境の日」の地域清掃、工場見学など地域に根ざした活動を行
っています。また、環境配慮商品や防災商品の開発など事業を通じた社会
課題の解決に加え、寄付やボランティア活動などの社会貢献活動にも積極
的に取り組んでいます。

ESG ISO26000
中核主題 重要課題 取り組み実績 今後の課題 関連する

SDGs

E
環境

環境

温室効果ガスの 
排出削減

消費エネルギーの削減
【2018年度実績】 
● 事業所：施設エネルギー消費原単位0.0242（目標0.0243） 
● 工場： 施設エネルギー消費原単位0.117（目標0.1079） 

物流エネルギー消費原単位0.0522（目標0.0542）

●  エネルギー削減への目標
設定

●  環境負荷データの収集／
エネルギー削減への目標
設定

適切な廃棄物管理

廃棄物排出量の削減
【2018年度実績】 
● 事業所：廃棄物原単位22.29（目標23.46） 
● 工場：廃棄物原単位35.85（目標36.62）

●  廃棄物削減への目標設定

グリーン調達の 
推進

梱包資材の3R化推進、グリーン調達比率の計測
【2018年度実績】 
● 4M変更 年間5件（目標4件） 
● グリーン調達比率（会社数）：68%

● 梱包資材の3R化推進
●  グリーン調達比率の向上

環境配慮商品の 
提供

環境配慮商品の売上拡大
【2018年度実績】 
● 314億円
エコ商品、環境配慮設計商品の市場投入
【2018年度実績】 
●  エコ商品 年間2テーマ（目標2件） 
環境配慮設計商品 年間10テーマ（目標10件）

●  環境配慮商品の売上拡大
●  エコ商品、環境配慮設計
商品の開発と拡販

お客さまとの対話

従業員との対話

お取引先との対話

株主・投資家との対話

施工技術者との対話

地域社会との対話

●：三和ホールディングス、三和シヤッター工業　　●：国内グループ会社　　●：海外グループ会社　　●：グループ全体

ESGを通じた価値創造
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ESG ISO26000
中核主題 重要課題 取り組み実績 今後の課題 関連する

SDGs

S
社会

人権 人権の尊重 ハラスメント研修の実施
【2018年度実績】　● 218名 ● 研修範囲、内容の拡充

労働慣行

ワークライフ 
バランス

労働時間の適切な管理による長時間労働の是正
テレワークの試験導入
【2018年度実績】　● 6名決定

● 働き方改革の推進
●  テレワークの対象拡大

ダイバーシティ

育児両立支援策の拡充
【2018年度実績】 
● 時間単位有休の導入　● 育児休業取得者数：17名 
● 育児休業復職率：100％
スポーツ選手の採用と観戦イベントの実施 
【2018年度実績】　● 2回開催（64名参加）

●  男性社員による育児休業
取得の促進

●  介護両立社員の支援
●  女性キャリアアップ研修の実施
●  スポーツ体験イベントの開催

人材育成

プロ人材、グローバル人材の育成
【2018年度実績】 
● 人材開発センター主催研修のべ受講者数：1,448名 
● Eラーニング（英語）受講者数：100名
施工技術者の確保と育成
【2018年度実績】 
● 施工研修センター研修受講者数：1,121名

● 新育成プランの実施
●  ダイバーシティマネジメン
ト研修の実施

安全と健康

労災撲滅への取り組み
【2018年度実績】 
● 工場労働災害度数率：0.9%
健康経営への取り組み
【2018年度実績】 
● 健康経営責任者の決定と推進体制の構築

●  労災撲滅への取り組み推進
●  優先健康課題の特定と対
策推進

消費者課題

安全、安心、快適に 
貢献する商品・ 
サービスの提供

安全、安心、快適に貢献する商品・サービスの売上拡大 
【2018年度実績】 
● 火災、洪水などの災害から守る商品：868億円 
● 防水商品：8億円　● サービス事業：490億円

●  安全、安心、快適に貢献
する商品・サービスの売
上拡大

商品の品質管理の 
強化

調達先への訪問調査
【2018年度実績】 
● 品質診断（工程パトロール）：24件

●  安定的な品質の確保と更
なる品質向上へ向けた取
り組みの推進

顧客満足度向上

お客さま相談・修理受付対応の充実
【2018年度実績】 
● お客さま相談受付：15,622件　 
● 一般修理受付：130,462件
マナー研修の実施
【2018年度実績】 
● ビジネスマナー研修：23名 
● 施工技術者向けマナーレベルアップ研修：307名

●  顧客アンケート（修理対
応、商品）実施による顧客
満足度の更なる向上

コミュニティへ
の参画および 
コミュニティの 

発展

地域貢献
地域イベント出展、地域清掃の参加
【2018年度実績】 
● 地域クリーン活動参加者：1,529名

●  地域コミュニティ発展の
取り組み推進

社会貢献

三和グループ社会貢献倶楽部の活動推進
【2018年度実績】
● 三和グループ社会貢献倶楽部会員数：1,185名 
● 三和グループ社会貢献倶楽部累積寄付金額：5,450万円
チャリティーイベント参加、寄付、施設の無償貸与

●  社会貢献倶楽部の更なる
会員拡大とボランティア
活動の推進

●  本業を通じた社会貢献の
更なる推進

G
ガバナンス

組織統治

コーポレート・ 
ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの向上 
【2018年度実績】　 
● 取締役会アンケート実施　● 筆頭社外取締役の決定　 
●  内部統制システム構築の基本方針の一部改正（不祥事予
防の強化）

●  コーポレートガバナンス・
ガイドラインの開示

●  海外子会社のガバナンス向上

コンプライアンス

コンプライアンス研修の実施 
【2018年度実績】　● 324名
内部通報制度の整備（日・米・欧・アジア） 
【2018年度実績】　● 42件

●  コンプライアンス研修の対
象範囲拡大、内容の充実

●  内部通報制度の実効性向上

リスクマネジメント
リスクマネジメントの推進
【2018年度実績】　● 20テーマ
情報セキュリティの強化

●  体系的なリスク管理体制の構築
● BCPの継続的改善

ステークホルダー 
ダイアログ

主要ステークホルダーとの積極的な対話
【2018年度実績】 
● 従業員意識調査実施　回答率：95.1%

●  適切でスピーディーな情
報開示と、対話の深化に
よる企業価値の向上

公正な事業慣行
公正な競争

同業他社接触規制ガイドラインの徹底
独禁法研修の実施
【2018年度実績】　● 170名

●  独禁法研修の対象範囲
拡大、内容拡充

腐敗防止 コンプライアンス研修、ケースブックでの啓蒙 ●  ガイドラインの制定
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環境への取り組み

ESGやSDGsなどへの関心の高まりとともに、持続可能な社会の実現へ貢献することは、企業価値の向上に欠かせない
要素となっています。三和グループは環境方針に基づき、地球環境や地域社会と共生しながら事業活動を行い、よき企
業市民として持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。

温室効果ガスの排出削減

　三和シヤッター工業では、ISO14001に基づく環境マネジメン
トシステムを構築・運用しており、首都圏と仙台のデポ（小規模配
送センター）活用による一次物流の効率化、各工場でのデマンド
監視システムによるエネルギー使用量抑制など、様々な施策を
推進し、使用エネルギーの削減に取り組んでいます。
　国内グループ各社において 

も、2019年度より、2018年度 

比エネルギー消費原単位1％減
という目標を設定して使用エネ
ルギー削減への取り組みを強化
しています。

廃棄物の削減
　三和シヤッター工業では、多量排出事業所に対する現場指導
や工場のリサイクル推進により廃棄物の削減に取り組んでいます。
　また、2017年度の太田ドア工場・広島工場の塗装ライン改修
により、塗料の圧着率が向上し、廃塗量
が削減されました。
　安和金属の新竹工場では、加工枠扉
のサイズに合わせた鋼板購入や鋼板ネ
スティングの配置効率向上により、歩留
まりを4.4％改善させ、資源の有効活
用、廃棄物の削減に寄与しています。

■ 汚泥（塗料カス等）排出量

グリーン調達の推進

　三和シヤッター工業では、「グリーン調達基準書」を発行し、
工場や調達先を訪問して梱包資材の3Ｒ（リデュース、リユース、
リサイクル）推進を行っています。
　2018年度より「グリーン調達比率」の測定を始め、調達先と
の対話や提案を通してグリーン調達比率を向上させる取り組み
を行っています。

■ グリーン調達先評価基準
• 第三者認証機関（ISO14001等）の認証
取得状況

• 環境管理システムの構築と運営に関する
要求事項

•物品に含有する環境負荷物質の管理
•事業活動における環境負荷
•環境関連法規制

環境配慮商品の提供
　三和グループは、ものづくりに携わる企業として、環境に配慮
した商品の開発や提供を通じて持続可能な地球環境に貢献し
ています。
　日本、北米、欧州、アジアで発売している、シート状のカーテ
ンを高速で開閉させる高速シートシャッターは、気密性を高め
空調効率を向上させる商品として世界中の工場や物流センター
の省エネに寄与しています。

三和グループは、グローバルな総合建材企業として、環境を重視した事業活動および環境に配慮した商品、サー
ビスの提供を行うことにより、持続可能な発展ができる豊かな社会の実現に貢献します。方針

ODC（米国）の高速シートシャッター

ネスティングの配置効率向上
により歩留まりが改善

静岡工場のデマンド監視システム

購買先調査・評価要領 付属  
 

 
 
 
 
 

グリーン調達基準書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三和シヤッター工業株式会社 
 

第３版 
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塗装ライン改修

ESGを通じた価値創造
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人材育成

　三和シヤッター工業は、2019年度入社の大卒新入社員に対
して、会社の基幹業務である営業、施工、工場、設計を約２年間
かけてジョブローテーションで習得する新しい育成制度「三和プ
ロ人材育成プラン」を導入しました。これは、製・販・工の連携を
より緊密にするとともに、全体最適の視野で判断ができる人材
を育成することを目的にしています。
　また、グローバル人材育成に向け、三和ホールディングスのグ
ローバル人事企画課が中心となり、「海外実地研修」「Eラーニン
グ」を教育の柱として、スピードを上げて取り組んでいます。
　2018年度には中国、香港、ベトナムのグループ会社の管理職

12名を日本へ招き、三和グループの使命、経営理念、PDCA等
を学ぶ「アジアグループ会社管理職研修」を実施しました。三和
グループのDNAをアジアの各地域で浸透させ、アジア事業の現
地化を推進していきます。

ワークライフバランスへの取り組み
　三和グループは従業員一人ひとりの仕事のやりがいと豊かで
充実した生活を両立させるため、労働時間の適正な管理、長時
間労働の是正に取り組むほか、テレワークの試験導入を通じて
ワークライフバランスの推進を
図っています。子育て中の女性
に限らず、様々な立場の人の利
用を想定した制度設計としてお
り、更なる拡大も検討してい 

ます。

ダイバーシティの推進

　三和シヤッター工業では、女性をはじめとするダイバーシティ
人材の定着と活躍に向け、時間単位有休の導入、育児短時間勤
務制度の拡充（小学校６年生まで）、育児休業期間の一部有給化
（5日間）など制度の充実に加えて、シニア社員の活用やスポーツ
選手の採用と支援を行っています。

施工技術者の確保・育成
　三和シヤッター工業では、年間延べ1,000名を超える施工技
術者が、専門研修施設「施工研修センター」で、溶接研修、製品
取付資格認定研修など様々な研修を受講し、施工品質や技能の
向上に努めています。
　また、「防火設備定期検査技能コンテスト」で優秀な成績をお
さめた受賞者の実技教育用ビデオを全国の安全大会や研修で
活用し、点検のスキルやノウハウの水平展開をしています。

実技教育用ビデオを
安全大会で放映

人材への取り組み

企業の価値創造の源泉は、従業員一人ひとりの活躍にあります。三和グループは多様な人材活用策として、女性活躍の
推進、グローバル人材の育成、シニア層の活用、障がい者の雇用に積極的に取り組み、成長を牽引できる人材を輩出し
て組織の力の最大化を図ります。

三和グループは、従業員一人ひとりの多様性を尊重し、それらを受容できる組織風土を醸成することで、お客さ
まや社会の課題解決に寄与する新しい価値を創造します。また従業員の保有する能力を最大限に発揮できるよ
うな制度や職場環境の充実を通して、価値創造の原動力である人材の育成に注力します。

方針

アジアグループ会社管理職研修

男性育児休業取得者の声

　２人目の出産ということで、少
しでも妻の負担を減らせればと
思い、５日間の育休を取得する
ことにしました。長男の食事や外
遊び、次男のオムツ交換や寝か
しつけなど、妻や妻の両親と協
力しあいながら充実した日々を
過ごしました。あたたかく送り出
してくれた上司や同僚に感謝し
ています。

三和シヤッター工業
秋田統括営業所
羽場 賢人

テレワークは子育て中の女性社員に好評
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安全への取り組み

人権への取り組み

三和グループは「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを使命に事業活動を行っています。製品
安全はもとより、三和グループの財産である従業員の安全な労働環境の確保も重要な課題です。各工場や施工現場にお
いて、安全教育や現場改善を進めています。

人権の尊重は企業の社会的責任であり、従業員だけでなく、全てのステークホルダーにおいて尊重されるべきものです。
三和グループでは、人間尊重の立場に立って個人の多様な価値観を認め、人格と個性を尊重し、法令遵守はもとより差
別的扱い、児童労働、強制労働を認めない姿勢を打ち出しています。

製造現場での取り組み

　三和グループでは、労働災害の撲滅に向けて、年間安全衛生
活動計画にのっとり、安全意識の向上と管理体制の強化に努め
ています。近年増加傾向にある外国籍作業者向けに、安全の法
則、危険予知活動とトレーニング、安全作業要領等安全に関する
事柄が網羅されている「安全手帳」を6ヵ国語（英語・中国語・ス
ペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・インドネシア語）に翻訳して
対応しています。
　また、三和シヤッター工業の静岡工場ではドア製品を扱う作
業者の腰、身体的負担を軽減するため作業アシストスーツを導入
しています。今後も女性や高齢者など多様な作業者の負担軽減
に向けた環境改善や作業効率の向上に努めていきます。

人権意識の向上へ向けて

　2019年４月、専門の外部講師による幹部向けハラスメント研
修を実施しました。三和ホールディングス・三和シヤッター工業
からは、部長・工場長・支店長・統括所課長等が、国内グループ
会社からは、社長・取締役・部長の計218名が出席し、業務の適

切な範囲の場面と指導のあり
方について学びました。継続的
な啓発活動を通して、ハラスメ
ントの撲滅と人権意識の全体
的な底上げを図っていきます。

施工現場での取り組み

　施工現場においては、定期的かつ継続的な安全教育に加え
て、全国の安全大会では労災事故被災者本人による災害防止活
動の発表を行うなど、労働災害の予防と撲滅への取り組みを進
めています。
　また、事前の情報伝達不足や段取り不足による労災事故・施
工責事故の撲滅を目的に、現場の状況やルール等を事前に指示
するための「送り出し票」を使用して、施工管理者が施工技術者
全員に「送り出し教育」を実施しています。
　宝産三和では、会社の安全に関する専属責任者がランダムに
抽出した施工現場に出向き、施工技術員の服装や現場の設備の
チェック等を行っています。

三和グループはものづくりに携わる企業として、従業員の安全と健康の確保が企業存続の基盤であり、会社とし
ての責務であると考え、心身の健康に配慮した職場環境の形成に最大限の努力をします。

三和グループは、人間尊重の立場に立って、人格と個性を尊重し、お客さま・株主・従業員など全てのステークホ
ルダーの人権に配慮した事業活動を行います。

ハラスメント研修風景

方針

方針

作業アシストスーツ安全手帳は6ヵ国語で対応

配電盤のアースの設
置等の確認を行う
宝産三和の安全責
任者送り出し票

ESGを通じた価値創造
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顧客満足度向上へ向けて

　三和シヤッター工業は、年中無休、24時間体制で修理受付
を行うFTS（フルタイムサービス）を全国規模で展開し、お客さ
まが商品を安全、安心、快適に
使用できる環境づくりに努めて
いるほか、カスタマーセンターへ
寄せられた声は各営業所での対
応改善や新商品開発に活かすな
ど顧客満足度向上へ向けた取り
組みを実施しています。
　ODCでは、ディストリビューターとの継続的な関係強化に向
け、定期的な対話や情報交換を通じてフィードバックされた内容
を新商品開発や製品品質の向上に反映させています。
　NFドイツでは顧客へのアンケート調査を毎年実施しており、
品質レベルの向上が顧客満足度の向上につながっています。
「Novofermに任せれば、安心」というイメージを浸透させること
で、更なる業容拡大とブランド構築を図っています。

製品品質の更なる向上

　三和グループでは、各社が設定した品質目標達成に向けて施
策を推進しており、国内グループ会社は半期に１度の品質・環境・

CSR推進会議で進捗を確認しています。
　三和シヤッター工業では、苦情や製品事故の再発防止に向け
て製品品質安全会議を毎月開催するほか、購買部では、本社購
買の調達先へ実地訪問し、品質監査や改善提案を行っています。
特に、開閉機など重要機能部品を扱う調達先などへは毎年訪問
するなどサプライチェーンの品質管理体制を強化しています。
　ODCでは品質マネージャーによる出荷前検査員への研修・指
導や品質改善に関する各施策の実施などで品質確保に努める
ほか、NFドイツでは各社の品質問題への対策履歴をグループで
共有し、全体の品質レベルアップを図っています。
　NF上海では、3名の専任品質検査員が、寸法チェックや留め
金具や塗装等の外観確認等を行う品質管理体制を構築してい
ます。

「安全を誓う日」の取り組み

　2004年に東京・六本木の六本木ヒルズ森タワーで回転ドアによる死亡事故が起きた3月26日
を「安全を誓う日」と定め、三和グループに関わる一人ひとりが安全について改めて問い直す日と
しています。事故による教訓を風化させないよう、また社内外の安全教育研修に用いるために、事
故があった回転ドアを動態保存しています。

商品の品質管理を強化し安全を追求することは、メーカーとして最大の責務です。三和グループは製品事故の再発防止
に向け、製品の安全性や施工品質、サービス、トレーサビリティの向上などに取り組み、品質・安全性の向上に努めるこ
とで世界中のお客さまの信頼と満足を獲得します。

方針 三和グループは、メーカーとしての最大の責務である品質安全を追求するため、開発から販売、製造、施工、メン
テナンス・サービスに至る全てのプロセスにおいて品質・安全性の向上に努めます。

動態保存された回転ドア

NF上海の専任品質検査員ODCの品質マネージャー

三和シヤッター工業カスタマーセンター

NFドイツの顧客満足度調査（1;とても良い～5；不十分）

品質への取り組み
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 コーポレート・ガバナンス改革の変遷

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

経営と執行の
分離

監督・監査機能の
強化

意思決定機能の
強化

持株会社制体制への移行

執行役員制度の導入（2000年～）

グループ経営戦略委員会の設置

国内事業・海外事業PDCA 会議（現 地域別PDCA 会議）設置

社外監査役1名

社外取締役3名

社外監査役2名

社外取締役1名

監査等委員会設置
会社への移行

経営会議設置

継続的な成長と企業価値の向上を図り、社会の持続的発展に貢献するため、その基盤となる
コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけています。

基本的な考え方

　当社は、日本、北米、欧州、アジアの25の国と地域において
事業を展開する「動く建材」のグローバルカンパニーとして、当社
の「使命」「経営理念」「行動指針」および「コンプライアンス行
動規範」のもと、誠実かつ公正な事業活動を通じて事業成長を
果たし、「業績の信用」「経営基盤の信用」の「二つの信用」の
確立を目指します。そして、継続的な成長と企業価値の向上を図
るとともに、社会の持続的発展へ貢献していきます。その基盤と
してコーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけ
ています。

　長期経営ビジョン「三和グローバルビジョン2020」の第二次

3ヵ年計画がスタートした2016年、当社は創立60周年を迎え
ました。同年、グローバル・メジャーに相応しい社会から信頼さ
れる企業体質を構築するために、コーポレート・ガバナンスを更
に強化する目的で、会社法上の監査等委員会設置会社に移行し
ました。今後も業務の適正を確保するための体制を整備し、 
コーポレート・ガバナンスの充実に努め、透明性の高いグループ
経営の構築に努めていきます。

ガバナンスハイライト

 取締役 人数 ［うち社外取締役］  取締役会 開催回数  取締役 出席率 ［うち社外取締役］

9名［3名］ 8回 100%［100%］

 監査等委員 人数 ［うち社外取締役］  監査等委員会 開催回数  監査等委員会出席率 ［うち社外取締役］

3名［2名］ 10回 100%［100%］

三和グループは、経営ビジョンの実現を通して持続的に企業価値を向上させていくため、より透明性と健全性の
高い経営体制の構築に取り組んでいきます。方針

ESGを通じた価値創造
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コーポレート・ガバナンス体制

　当社の業務執行、監督機能等の充実に向けた具体的施策等
の内容は以下のとおりです。この体制をとることにより、業務の
適正を確保するための体制が確立し、コーポレート・ガバナンス
の充実が図れるものと考えています。

取締役（CEO）への業務委任に伴う経営会議の設置
　2016年の監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営判断
の迅速化を図る観点から、法令に定める事項を除く「重要な業務
執行の一部の決定」を取締役（CEO）に委任しました。これに伴
い、委任された取締役（CEO）の諮問機関として、経営に関する重
要事項について審議・答申を行い、同取締役の意思決定の判断、
業務執行の機動性強化等の補佐を行う「経営会議」を設置しま
した。同会議は、（i）取締役会より取締役（CEO）に委任された重
要な業務執行の決定に関する事項、（ii）取締役会付議事項のう
ち取締役（CEO）が必要と認める事項、（iii）その他、取締役（CEO）
が必要と判断した経営に関する重要な事項を審議し、取締役会
と併せた迅速かつ効率的な経営意思の決定を図っています。

グループおよび地域別PDCA会議による  

業務執行の詳細状況の監督・監査
　グループおよび地域別PDCA会議（監査等委員でない取締
役、常勤の監査等委員である取締役、執行役員等の経営幹部に
よって構成され、四半期毎に開催）において、取締役が経営計
画の進捗状況を監督し、経営課題に対する指導を行い、監査
等委員である取締役は執行役員等の業務執行の状況を監査し
ています。

グループCSR推進会議
　当社グループが、ESGおよびリスク管理、コンプライアンスなど
のCSR活動を一体的に展開していくために、当社経営企画部門担
当取締役を議長としたグループCSR推進会議を設置しています。
開催頻度は年間4回、テーマとしては、グループ全体のCSR方針
やESGの取組み、またグループ全体のリスクの把握と対策、更に
はコンプライアンス施策についての審議・進捗報告などを行い、企
業価値の向上と企業価値毀損の回避に取り組んでいます。また、
グループ各社には現場と一体となった活動の企画・推進を図る

CSR推進委員会を設置し、CSR活動の推進に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス・コードの対応状況
　当社は、東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」に
定められている原則に基づいて対応しています。ただし、以下の
原則については、下記の理由により実施しておりません。
　「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」は当社ウェブサ
イトに掲載していますのでご覧ください。

  URL: https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/governance/
officer.html

実施していない原則と理由
【原則4 -10 -1 独立した任意の諮問委員会の設置】
　当社の取締役会は、各取締役が積極的に審議の活性化に取り組
み、独立社外取締役は高い見識や専門知識、グローバルな経験を
活かした意見を述べるなど活発な議論が行われています。取締役会
で審議される取締役候補者の選定や取締役報酬案等に関しては、
監査等委員会（構成員3名中、2名が独立社外取締役）が検証し、
取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する体制は整
っています。今後は、更に客観性・透明性を強化するため、「任意の
諮問委員会」の設置も選択肢として多面的に検討していきます。

 三和グループのコーポレート・ガバナンス体制

株主総会

グループ会社

各部門

取締役会

経営会議

会計監査人

代表取締役会長CEO

代表取締役社長COO

執行役員 監査部

グループPDCA会議

地域別PDCA会議

グループCSR推進会議

監査等委員会

選任・解任

監査

諮問

答申

推進・支援

推進・支援

選定・監督
重要な業務執行の決定の委任

権限と責任の
一部を委譲

担当業務の
指揮・監督

業務執行上の推進・支援

担当事業部門
の監督・指導

選任・解任提案・報告 報告報告・意見陳述

会計監査

内部監査

報告

会計監査報告

監査・報告

報告・協議・提案

付議・報告

報告

報告

報告

報告

連携

連携

連携

報告・補助

取締役
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「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の制定 
（制定2019年7月1日）

　本ガイドラインは当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本
的な考え方を明示しており、持続的な成長と中長期的な企業価
値向上を実現するため、当社が具体的に取り組むべきことを明確
にし、株主の皆さまへの説明責任を果たすため、制定しました。
　「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は当社ウェブサイト
に掲載していますのでご覧ください。

  URL: https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/governance/
basic_policy.html

グループガバナンス

　当社は、グループ各社に適切な権限委譲を行うとともに、各
地域を担当する取締役が主宰する「地域別PDCA会議」を通し
て“業績の信用”と“経営基盤の信用”の「二つの信用」を高め
る施策のPDCAの実施状況を確認・検証し、グループ全体のガ
バナンス強化を図っています。
　グループ各社は、独立企業として自主運営を行い、法令、社内規
則・社内ルールを遵守して経営責任を果たし、また、各地域を担当
する取締役は、各社の業務決定および業務執行の状況を監督し
経営管理の透明性の向上に向けて指導、助言を行うことにより、
当社グループにおける業務の適正の確保・推進を図っています。

その他の当社グループにおける  
業務の適正を確保するための体制

（１） 当社グループ各社の「自主独立責任経営」を尊重しつつも、当社
グループの全体最適を踏まえた業務の適正を確保するため、各
社に「使命」「経営理念」「行動指針」「三和グループコンプライ
アンス行動規範」を徹底し、グループ一体となったコンプライア
ンス体制、品質保証体制、リスク管理体制等により、健全で効
率的な企業集団活動を推進する。

（２） 当社グループ各社は、独立企業として自主運営を行い、法令、
社内規則・社内ルールを遵守して経営責任を果たす。また、グ
ループ各社を担当する取締役は、当社グループ各社における業
務の適正の確保・推進を図るため、各社の業務決定および業務
執行の状況を監督し経営管理の透明性の向上に向けて指導、
助言を行い、定期的に取締役会に報告をする。

（３） 経営方針、経営目標、年度経営計画の策定にあたっては、「地
域別PDCA会議」等を開催してグループ各社との双方向の適切
な議論を経て策定する。

（４） 当社グループ各社の取締役または監査役に、当社役職員もしく
は当社が任命した役職員が就任し、経営の適法性および実効
性を確保する。

（５） 「グループ会社管理規定」および欧・米・アジア各社の決裁権
限基準に基づき、グループ各社に対して、業務執行に係る一定
の事項について、事前の協議または承認、事後の報告を義務
付けている。

 グループガバナンス体制

三和ホールディングス

経営企画部門／グローバル事業部門

グループPDCA会議

グループCSR推進会議

ノボフェルムグループ

欧州各社

欧州

地域別PDCA会議

Do

CheckAction

Plan

中国

中国各社

アジア

アジア各社

中国・アジア

地域別
PDCA会議

地域別
PDCA会議

Check

ActionPlan

Do

オーバーヘッドドア社

北米各部門

北米

地域別PDCA会議

Plan

DoCheck

Action

三和シヤッター工業

国内グループ各社

日本

地域別PDCA会議

Action

PlanDo

Check

ESGを通じた価値創造
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取締役会の実効性に関する評価結果の概要

　当社は2017年度末から、取締役会終了後に、取締役会の実
効性に関するアンケートを実施しています。同年は全取締役より
回答を得て、続く2018年度最初の取締役会にて、その回答結
果に基づく実効性に関する分析・評価を全取締役で行いました。
その結果、課題はあるものの、現状、当社の取締役会は有効に
機能していると評価しました。2018年度は、審議充実を目的と
して「取締役会資料の事前配付の早期化」に取り組み、改善で
きたとの評価を受けましたので今後も継続することとし、新たに
その他の情報提供と事務局の体制整備にも取り組んでいきま
す。2018年度の結果の概要は以下のとおりです。

評価プロセス

取締役会評価実施要領
対象者：2018年度の全取締役9名
実施方法：無記名アンケート（自由意見記載あり）
質問内容：取締役会における審議の活性度合い、取締役会の実
効性の確保の状況、取締役会運営の状況、社内・社外取締役の
自己評価等に関する全22問

評価方法 ： アンケート結果をとりまとめ、昨年との比較集計を実施。
取締役会においてアンケート結果が報告され、その回答結果に
基づき、実効性に関する評価を確認した。
【評価できる内容】
　・取締役会の議事運営は、活発な議論を経ている
　・審議時間は十分に確保されている
　2017年度の結果からの取り組み
　・「取締役会の早期資料配布」について改善された

【改善すべきポイント】
　・取締役会資料以外の情報の十分な提供
　・事務局の体制整備

【その他の自由意見】
　指名・報酬に関する任意の委員会の設置や取締役会の更なる多
様性確保について意見があった。

　以上の結果を踏まえ、引き続き当社に最適な取締役会の実
効性の維持・強化に取り組んでいきます。

社外取締役の選任に関する考え方

　当社は社外取締役の経歴、その出身先と当社との関係などの
情報により、当社からの独立性に問題はないか、また、社外取締
役の人格、識見、経歴から、社外取締役の役割として当社が求
める経営監視・監督機能の役割を担っていただける方であるかな
どを総合的に判断し、社外取締役として選任しています。

社外取締役の独立性について
　当社は社外取締役を選任する際の独立性に関する基準とし
て、独自の独立性基準を設定しています。詳細は下記ウェブサイ
トをご参照ください。

  https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort /governance/pdf/ 
20151201dokuritsu.pdf

氏名 監査等委員 独立役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由

安田 信
取締役会
出席回数 8回 ◯

安田信氏は、2017年まで当社の買収防衛策独立委員会の委員として
報酬を受領していましたが、その額は年間1百万円以下で、当社の社
外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるお
それはないものと判断しています。なお、買収防衛策の廃止に伴い独
立委員会は解散し、2017年以降は上記の報酬は支払われていま 
せん。

安田信氏は、グローバル企業経営者とし
ての豊富な実績と、社外役員として企業
経営に携わった経験に基づく高い見識に
よって、グローバル経営の推進とガバナ
ンスの向上に貢献しており、引き続き社
外取締役として適任と判断しました。

米澤 常克
取締役会
出席回数 8回
監査等委員会
出席回数 10回

◯ ◯

米澤常克氏は、当社グループの取引先である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
の出身で、当社グループと同社グループは、当社グループの原材料の仕
入取引と当社グループ製品の販売取引があります。しかしながら、同社
グループおよび当社グループの取引額はいずれもそれぞれ過去3事業
年度において、同社グループおよび当社グループの年間連結売上高の
1%未満の取引であり、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、
一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しています。

米澤常克氏は、会社経営者として長年企
業経営に携わり、経営・経済に関するグ
ローバルな経験と高い見識を有しており、
当社の経営全般に関して独立した立場か
ら適切な助言や提言をいただいているこ
とから、監査等委員である社外取締役と
して適任と判断しました。

五木田 彬
取締役会
出席回数 8回
監査等委員会
出席回数 10回

◯ ◯

当社は、2015年12月まで五木田彬氏と法律顧問契約を結んでいま
したが、現在は契約を解除しています。契約当時、五木田氏との顧問
料は月額10万円（顧問契約以外の報酬等の支払いはありません）であ
り、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相
反が生じるおそれはないものと判断しています。

五木田彬氏は、検事および弁護士として
長年の経歴を持ち、法律の専門家として
の豊富な経験と高い見識を当社の経営に
活かしていただいており、監査等委員であ
る社外取締役として適任と判断しました。

 社外取締役の選任理由

2017年度末 
取締役会終了後

• 取締役会の実効性
に関するアンケート
の実施

2018年度末 
取締役会終了後

• 昨年の結果を踏ま
えたアンケートを
実施（全22問）

2018年度 
初回取締役会

• 回答結果に基づく
実行性に関する分
析・評価

2019年度 
初回取締役会

• 昨年との比較集計、
回答結果に基づく実
行性に関する分析・
評価

改善した点 

• 取締役会資料の事
前配付の早期化

改善すべき点 

• 取締役会資料以外
の情報の十分な提供

• 事務局の体制整備
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取締役の報酬について

　取締役報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
に係る事項は以下のとおりです。

取締役報酬等の額の決定に関する方針の決定方法および報酬
等額の決定
　取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬等の決定方針
については、取締役会にて設定した以下の方針に基づき、取締役
会より委任を受けた取締役（代表取締役会長《ＣＥＯ》髙山俊隆）
が各取締役の報酬を決定します（ストックオプションは取締役会
にて決定します。最近事業年度では2018年６月に実施）。当社
は現在、任意の報酬委員会を設置しておりませんが、監査等委員
会は、報酬案等につき方針決定から決定した額に至るまで検証
し意見形成する権限を有しており、客観性・透明性を確保してお
ります。監査等委員である取締役報酬等の決定方針については、
以下方針に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定
します。

取締役報酬等の額の決定に関する方針の内容
■ 取締役報酬等の基本的考え方
　当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続
的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が
可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報
酬水準および報酬体系となるよう設計します。

■ 取締役報酬等の内容
(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬
　基本報酬、業績連動変動報酬、株式報酬型ストックオプショ
ンで構成します。ただし、社外取締役については、基本報酬のみ
で構成します。また、基本報酬、業績連動変動報酬の総額は株

主総会が決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストック
オプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストックオ
プション総額の限度内とします。

(2) 監査等委員である取締役報酬
　基本報酬のみで構成します。また、基本報酬の総額は株主総
会が決定した報酬総額の限度内とします。

(3) 基本報酬
　各取締役（監査等委員である取締役を除く）の基本報酬は、
連結業績を踏まえ外部専門機関の提示する他社の報酬水準を
参考に、役位ごとの報酬を設定します。監査等委員である各取
締役の報酬は、同様に外部専門機関の提示する他社の報酬水
準を参考に、監査等委員である取締役の協議により決定します。

(4) 業績連動変動報酬
　業績連動変動報酬は、当社の連結業績を踏まえ外部専門機
関の提示する他社の報酬水準を参考に、役位ごとに基準額を設
定し、基準額に指標および定量的・定性的に評価した各執行取
締役の貢献度を考慮して業績連動変動報酬額を決定します。当
社の業績を反映した持続的な成長に向けた健全なインセンティ
ブとして機能する報酬等となるよう、業績連動変動報酬の最も
主要な指標として連結営業利益を選択しており、その連結営業
利益に基づき、当社の定める基準により算出しています。

(5) 株式報酬型ストックオプション
　株式報酬型ストックオプションは、取締役（社外取締役および
監査等委員である取締役を除く）が、株価上昇によるメリットだ
けでなく、株価下落によるリスクも株主と共有することにより、
当社の企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的とし
て付与するもので、各取締役（社外取締役及び監査等委員であ
る取締役を除く）の割当数は、役位を勘案して、取締役会にて決
定します。

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員の
員数（人）基本報酬 業績連動

変動報酬
株式報酬型ストッ
クオプション

取締役 (監査等委員を除く)
（社外取締役除く） 380 214 131 34 4

取締役 (監査等委員 )
（社外取締役除く） 33 33 － － 1

社外取締役 (監査等委員を除く) 10 10 － － 1

社外取締役 (監査等委員 ) 40 40 － － 2

(注 ) １ 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。
 ２  取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は年額680百万円以内（2016年６月28日開催の第81期定時株主総会決議）です。業績連動変動報酬には当社全体の連結業

績を踏まえた持続的な成長を可能とするインセンティブとなるよう連結営業利益を主な指標として採用しています。
 ３  上記２．とは別枠として、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）の株式報酬型ストックオプションの報酬限度額は、年額60百万円以内（2016年６月28日開催の

第81期定時株主総会決議）です。
 ４ 監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内（2016年６月28日開催の第81期定時株主総会決議）です。
 ５ 株式報酬型ストック・オプションは、株式報酬型ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額です。

 2018年度の報酬等実績

ESGを通じた価値創造
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政策保有株式

　政策保有株式は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業
の円滑な推進等を通して中長期的な視点で当社の企業価値向
上を図るために保有するものです。政策保有株式の保有の合理
性は、取締役会で銘柄ごとに取得価額に対する保有便益（受取
配当金＋事業取引利益）と当社資本コスト（現状のWACC＝
６％）を比較・検証し、合理性が希薄になった銘柄については随
時売却を検討しています。また、定期的に全ての銘柄について保
有便益を精査し、保有の適否を判断しています。
　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は46銘
柄、12,396百万円です（2019年3月末）。

内部統制システム
　当社は、会社法の定めに従って「内部統制システム構築の基
本方針」を取締役会において決議し、この基本方針に基づいて
内部統制システムを適宜整備しています。2019年３月27日の取
締役会で決議され、不祥事予防の強化策として一部改定を行な
いました。また毎年、内部統制システムの実行状況について確認

を行い、その結果を取締役会に報告するとともに、事業報告書
を通じて株主に報告しています。今後も、改善に取り組むことで 

コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。

企業年金のアセットオーナーとしての機能
　年金の運用体制については「三和シヤッター企業年金基金」
を設立し、専任の常務理事のほか、グループ各社から理事と代
議員を選出して運用を行っています。積立金の運用は、企業年
金基金が策定した運用ガイドラインを踏まえ、資産の政策的配
分の決定や資産委託先など重要事項については、外部コンサル
タントを活用しながら代議員会で決議しており、年金受益者と
会社間で利益相反が生じないように適切に運用・管理していま
す。専任の常務理事には実務に精通した人員を派遣しており、
理事会は各資産委託先運用機関にスチュワードシップ責任を果
たすことを求め、その結果の報告を受けるなど、企業年金基金と
して実施可能なスチュワードシップ活動に取り組んでいます。

 第84期定時株主総会議決権行使比率  決算説明会  IRミーティング

（2019年6月26日開催）

88.62%
2018年度

2回
計229回

65回

 海外ロードショー  個人投資家向け説明会  機関投資家向け工場見学会

2018年度

　　　1回
2018年度

7回
2018年度

1回

2018年度
個別ミーティング

米・欧・アジアそれぞれ

うち取締役が参加したものは

株主・投資家との対話

　当社グループは企業活動の透明性を高めるため、適時・適切
に情報開示するとともに、株主・投資家の皆さまとの対話を経営
へ反映することによって、持続的な成長と企業価値の向上に努
めます。

個人投資家説明会
　当社への理解を深めていただくことを目的に、個人投資家の
皆さまを対象にした会社説明会を開催しています。事業内容や
今後の展望などわかりやすくご説明しています。

外部からの評価
Institutional Investor誌の「The 2019 All-Japan Executive Team 

Rankings」（日本のベストIR企業ランキング）の建設セクターにおいて、
「Most Honored Companies」の 第3位、「Best IR Program 

Combined」の第2位に選出されました。
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リスク管理

｢情報セキュリティ対策会議｣の設置
　有事（インシデント発生）に備えたセキュリティ対策を強化・推
進するため、2019年6月に経営企画部門担当役員を議長とした
｢情報セキュリティ対策会議｣を設置しました。この会議は、海外
を含めたグループ全体のセキュリティリスクを認識し、セキュリ 

ティレベルの維持、向上につながる各種施策の検討、立案、実施
を行うとともに、外部団体からの情報入手等により、最新情報に
基づいたセキュリティ対策の構築を行うことを目的としています。
また、具体的なセキュリティ対策として、24時間対応の電話・ 

メール受付窓口「ウイルス１１０番」の開設や、情報セキュリティ
に対する意識向上、啓蒙のためのセキュリティグッズの配布を行
い、今後はeラーニングでの教育も実施予定です。
　これからもハードとソフトの
両面からの多層化対策を通し
て、情報セキュリティ対策の一
層の強化を図っていきます。

グループ全体でリスクマネジメントの
推進を図っていきます

　三和グループは、「リスクマネジメント規定」に基づき、業務遂行
における事業リスクの把握・分析・評価を実施し、必要な回避策、低
減策を講じています。リスクマネジメント推進専管組織として「グ 

ループCSR推進会議」が、当社グループのリスクマネジメントの基本
方針、リスクマネジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審
議を行い、また、下部組織の「品質・環境・CSR推進会議」とグルー
プ各社の「CSR推進委員会」が、各社の事業展開に伴って発生する
リスクに適切かつ迅速に対応するリスク管理を行っています。

 三和グループ情報管理体制

 リスクマネジメントの実行に向けて

この手順で毎年リスクの棚卸を行い、再評価を実施

各社におけるリスクの洗い出し（Plan）

重要性の高いリスクの選定（Plan）

対策の立案と実施（Do）

モニタリング（Check）

是正・改善（Action）

※ 情報管理推進は、各社管理部門で行う

そのメール大丈夫？
不審なメールを受け取った際は、
開封せずに SAN-Q内の
ウイルス 110番にメールし電話する。
万が一、開いてしまったら、
LAN、LTE をすぐに抜いて電話する！

ウイルス110番まで

不審メールに注意を促すステッカー

三和ホールディングス取締役会

三和ホールディングス代表取締役

監査部

事務局：
三和ホールディングス総務部
リスク管理グループ

議長：経営企画部門担当役員

情報セキュリティ対策会議

グループ各社の課題・問題点を取り纏め、対応する。

欧州各事業会社 アジア各事業会社北米各事業会社国内各事業会社

三和ホールディングス
総務部

三和シヤッター工業
情報システム部

三和ホールディングス
グローバル事業部門

三和グループは、全社横断的なリスクマネジメントシステムを実践し、潜在リスクを予測し未然防止を図るとともに、
事業継続に必要なリスクに適切に対応し、安定した事業運営を行います。方針

ESGを通じた価値創造
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コンプライアンス

コンプライアンス行動規範の制定
　三和グループでは、社会から信頼される企業グループとなるた
めに、グループの使命、経営理念、行動指針の精神、価値観を具
体的な行動に移す際に守るべきことをまとめた「コンプライアン
ス行動規範」を2005年10月に制定しました。
　その後、各部門で実際に起こりうる事例と解説を盛り込んだ
小冊子「コンプライアンス行動規範＆ケースブック」を2006年 

1月にグループ全従業員に配布し、その後も随時改訂を重ねなが
らコンプライアンスの浸透を図っています。

中国・アジア各社での内部通報制度の導入
　2019年7月より、中国・アジア事業部の6社で内部通報制度
（企業倫理ホットライン）を導入しました。英語・中国語（簡体字
および繁体字）・ベトナム語・タイ語に対応したポスター掲示や
カードを従業員に配布することで、各地の従業員が母国語（もし
くはそれに準じる言語）で理解できる体制を整備し、適宜周知
化を図るとともに、通報の秘
密厳守と通報者の不利益取り
扱い禁止の徹底により信頼度
の向上に努めています。

三和グループ 
一人ひとりが事業活動を 
行う上で共有すべき 
価値観

本来のコンプライアンスとして、 
三和グループの価値観に基づき、 

企業倫理、社会的要請に応えた行動領域
≒　コンプライアンス行動範囲の遵守

法律・規定など 
必ず守るべき 
定めの領域

≒　法令遵守

 コンプライアンス行動規範概念図

 コンプライアンスの取り組み

法令、規則

社内規定、基準、ルール

行動指針

使命
経営理念

実施内容 対象 頻度 ツール・教材・アウトプット

コンプライアンス行動規範＆ケースブック 全従業員 4～5年ごとに改訂

コンプライアンス研修
管理職 2年に1回 コンプライアンス研修テキスト、

コンプライアンス行動規範＆ケースブック、
独占禁止法ガイドブック（第4版）

新任管理者 毎年11月
新入社員 毎年4月

ハラスメント研修 管理職 随時

コンプライアンス月間 全従業員 毎年11月
コンプライアンス行動規範＆ケースブック、
CEOメッセージ、ポスター、ミニテスト

企業倫理ホットライン 全従業員、派遣社員、 
協力会社、施工技術者 随時 企業倫理ホットラインカード、コンプライア

ンスポスター

主要競合他社との接触規制ガイドライン 営業部門の従業員、
取締役、執行役員 随時 独占禁止法ガイドブック（第4版）

排除措置研修 近畿6県の営業職 毎年11月
コンプライアンス研修テキスト、
独占禁止法ガイドブック（第4版）

安全品質点検月間 全従業員 毎年7月

コンプライアンス意識調査 全従業員 2年に1回 従業員意識調査フィードバック資料

労働時間管理 全従業員 毎月 労働時間PDCA報告書

内部通報制度の導入を知らせるタイ語表記
のカード

タイ語

【บริษัทผู้ดำเนินการ】บริษัท ไดอัลเซอร์วิส จำกัด
※ บริษัทหลายแห่งใช้บริการเราในฐานะช่องทางรับเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร

ID ผู้ใช ID บริษัท

เว็บ

พาสเวิร์ด

https://www.dial-soudan.jp/et/sanwahld_th/

sanwa rinri1956 sanwacsr

ร้องเรียนด้วยชื่อจริง หรือ นามแฝง ก็ได้
ผู้ร้องเรียนจะไม่มีการเสียเปรียบ
ผู้ให้คำปรึกษาที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและป
ระกันสังคมหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพ จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน　

สายด่วนจริยธรรมองค์กร
พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อไร  ร้องเรียนทันที!!

เสียงร้องเรียนหนึ่งเสียงของคุณ จะปกป้องบริษัท

ช่องทางรับเรื่องภายนอกเพื่อร้องเรียนหน่วยงานภายในองค์กร

หากท่านไม่สามารถปรึกษาหรือแก้ไขปั
ญหาต่างๆซ่ึงเกิดข้ึนในท่ีทำงานได้ 
ไม่ต้องกลุ้มใจคนเดียวโปรดติดต่อมาหาเ
ราได้โดยไม่ต้องเกรงใจ
ผู้ให้คำปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกจะ
รับเร่ืองโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวขอ
งท่าน

■
■
■

三和グループは、社会からの信頼・期待に応えるための重要な基盤として法令・企業倫理・社内規定・ルールの遵
守を徹底します。方針
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Q

Q

コーポレート・ガバナンスにおける課題と取締役会の中で活かされるご自身の経験はどのよう
なことでしょうか。

取締役会の役割は、従来の「経営の意思決定」から「経営を監督する」機能が強くなる。その監督
機能をしっかり果たしたい。

　まず、一般論として私が常日頃思っていることを申し上げたいと思います。
　一部上場企業のガバナンス体制は、2010年代に入ってから内部統制という言葉が一般化して、コーポレート・ガ
バナンスが盛んに言われるようになりました。しかし、これは元々、政府（行政）等から要請されたことでもあり、多く
の企業がとりあえずガバナンスコードの基準をクリアしたことに安心しているように見えます。
　私の前職は商社勤務であり、ビジネスの形態は国内と海外でトレードを中心に物流・流通業務に加えて各種事
業運営に携わり、経営のトップも務めてきました。三和グループは製造業であり、会社によって企業文化が異なるこ
とを日々実感しています。各社の戦略はその企業が培ってきた文化、哲学、風土の上にあるべきもので、それらを体
得、経験していない社外の人間に経済合理性だけで意思決定されるものではないとも思っています。一方、マネーが
世界を駆け巡る中、日本の経営も透明性を確保しなければならなくなってきています。したがって、社外取締役が
行使する議決権が多様なステークホルダーの期待に応え、企業の望ましい機能として執行側とバランスよく発揮さ
れることが理想だと思っています。ガバナンスの進化に伴い、執行と経営の分離が進むほど取締役会の果たす役割
は従来の“経営の意思決定機能”から“監督機能”に移ることになると思われます。その監督機能をしっかり果たす
ことが社外取締役の重要な役目の一つではないかと思います。

社外取締役のミッションはどう捉えていらっしゃいますか。また監査等委員会のメンバーとして
当社の監査体制についてお聞かせください。

社外取締役の3人はそれぞれの専門性と経験をもとに、執行側に忌憚のない意見を述べている。

　社外取締役のメンバーの中で、私は監査等委員会取締役として、海外ビジネスを担ってきた私自身の会社経営の
経験から主にリスクマネジメントを中心に経営会議、取締役会で発言しています。もう一人の監査等委員の五木田
社外取締役は弁護士であり、主にリーガル面で鋭い質問をされており、髙山CEOにも率直な意見を言われています。
また、監査等委員会委員でない社外取締役の安田取締役は各種海外企業経営のコンサルタントをされてきており、
大所高所から俯瞰的な意見を言われています。そういった観点から現在の社外取締役の構成メンバー3名（全取締
役数9名）はバランスがよく取れていると思います。監査等委員会取締役の半数以上が社外取締役である必要があ
り、現在3名のうち2名が社外取締役です。もう一人の在間取締役は当社で経理・財務を担当されてきており、そう
いう点では監査等委員の3名のメンバーはお互いが違った専門性を持った人材で、構成も非常に上手くいっている
と思います。

ESGを通じた価値創造
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Q

Q
現在、第三次中期経営計画１年目が遂行中です。この計画に対するご見解をお聞かせください。

　私の経験から、そもそも中期経営計画とは定性的要素（戦略等）に焦点を合わせ策定するもので、定量的要素（数
値目標）はあくまで目安とするのが私の持論です。今回の第三次中期経営計画は、三和グローバルビジョン2020

の終了時期に合わせた2ヵ年計画であり、やや定量的な目標値が中心になっているのは止むを得ないと思っていま
す。ただし、次回の中期経営計画からは、定性的な戦略項目中心の中計にすべく積極的に働きかけていきたいと 

思っています。

業績が順調な今こそ、取り組むべき優先課題はどのようなものだとお考えでしょうか。

海外市場での成長、人材の育成、ガバナンスの強化――この3つが取り組むべき優先課題。

　以下の3点を当面の課題だと認識しています。一つは海外市場での更なる成長です。国内では当社の対面業界、
すなわち広義の建築分野では、人口の減少化に伴い国内需要の伸びは大きく期待できないと思われます。したが
って成長戦略の重点は海外市場にこそ求めるべきだと思います。方法論としては、優良案件があれば積極的な

M&Aは有効な方策でしょう。
　二つ目は、人材の育成です。広く色々な場所で能力を発揮する人材を育成するためには、キャリアパス等をベース
に計画的な育成に注力する必要があり、HDにおける人事企画機能を強化していくことが課題と言えるでしょう。
　三つ目は、ガバナンスの強化です。グローバル企業として、機構改革を行って執行と経営を分離し、意思決定を早
期化する必要があります。恐らく次のステージではそうなってくると思います。ステークホルダー、特に投資家からの
圧力は年々高まっており、経営監督責任に対する投資家のもの言いは厳しいものになってきます。そういった観点か
らROEやROAなど、経営効率の指標を改善するということも大事だと思います。
　ステークホルダーの代弁者として、これからも、真に三和グループに必要な提言を行っていくつもりです。

社外取締役（監査等委員）
米澤 常克
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取締役

代表取締役会長 CEO

髙山 俊隆
1963年 8月 当社入社
1972年 ４月 取締役
1974年 ４月 常務取締役
1980年 ４月 取締役副社長
1981年 ５月 代表取締役社長
1985年 ８月  昭和フロント販売（株）（現 昭和

フロント（株））代表取締役社長
2000年 ６月 執行役員社長
2007年 10月  三和シヤッター工業（株）  

代表取締役会長
2009年 7月 同社代表取締役社長
2012年 ４月 CEO（現任） 兼 COO
2012年 ６月 代表取締役会長（現任）

所有する当社の株式数：1,858,200株

代表取締役社長 COO

髙山 靖司
2006年 10月 当社入社
2011年 ４月  常務執行役員
  海外事業部門担当補佐
2012年 ４月  専務執行役員
  経営企画部門担当
2012年 ６月 取締役
2016年 4月  執行役員副社長
  社長補佐
2017年 4月 代表取締役社長（現任）
  COO（現任）
2019年 4月  三和シヤッター工業株式会社  

代表取締役会長（現任）

所有する当社の株式数：108,287株

取締役
髙山 盟司
2006年 10月 当社入社
2010年 4月  三和シヤッター工業（株）  

執行役員
2011年 ４月 同社 取締役
  同社 常務執行役員
2012年 4月 同社 専務執行役員
2016年 4月 同社 代表取締役
  同社  執行役員副社長 兼  

社長補佐
2017年 4月 同社 代表取締役社長（現任）
  同社 執行役員社長（現任）
 6月 取締役（現任）

所有する当社の株式数：86,838株

取締役専務執行役員
グローバル事業部門担当
藤沢 裕厚
2012年 11月 当社入社
2013年 ４月  常務執行役員
  事業改革推進部門担当
2014年 ６月 取締役（現任）
2015年 4月 欧州事業部門担当
2016年 4月 欧米事業部門担当
2017年 4月  専務執行役員（現任）
  グローバル事業部門担当（現任）

所有する当社の株式数：24,300株

取締役常務執行役員
経営企画部門担当
福田 真博
2005年 9月 当社入社
2007年 10月 執行役員
2008年 ４月 常務執行役員（現任）
2011年 ４月 米州事業担当
2012年 ４月 海外事業部門担当補佐
2012年 6月 取締役（現任）
2014年 ４月 米州事業部門担当
2016年 4月  経営企画部門担当補佐 兼  

CSR推進部長
2017年 4月 経営企画部門担当（現任）

所有する当社の株式数：73,800株

社外取締役
安田 信
2006年 6月  （株）山武（現 アズビル（株））  

取締役
2007年 6月  兼松繊維（株）（現 フォワード・

アパレル・トレーディング（株））
取締役

2008年 9月  （株）安田信事務所  
代表取締役社長（現任）

2014年 6月 社外取締役（現任）
2015年 6月 セコム（株）社外監査役（現任）

所有する当社の株式数：5,100株

ESGを通じた価値創造
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取締役（監査等委員）
在間 貞行
1975年 3月 当社入社
2004年 4月 経理部長
2007年 10月  三和シヤッター工業（株）  

経理部長
2010年 4月 同社 執行役員
2012月 4月 同社 常務執行役員
2015年 4月 常勤顧問
2015年 6月 監査役
2016年 6月 取締役　監査等委員（現任）

所有する当社の株式数：22,591株

社外取締役（監査等委員）
米澤 常克
2001年 10月 伊藤忠丸紅鉄鋼（株）取締役
2004年 4月 同社 代表取締役副社長
2005年 4月 同社 代表取締役社長
2009年 4月 同社 代表取締役会長
2012年 4月 同社 相談役
2013年 4月  伊藤忠商事（株）理事  

（社長補佐）
2015年 6月  社外監査役
2016年 6月  社外取締役　監査等委員  

（現任）

所有する当社の株式数：0株

社外取締役（監査等委員）
五木田 彬
1978年 4月  検事任官東京地方検察庁  

（刑事部・公判部）
1979年 3月 水戸地方検察庁
1982年 3月  東京地方検察庁  

（刑事部・特別捜査部）
1985年 3月 大阪地方検察庁（特別捜査部）
1987年 3月 東京地方検察庁（特別捜査部）
1988年 3月 検事退官
1988年 4月 弁護士登録
1994年 5月  五木田・三浦法律事務所代表  

（現任）
2010年 6月  いちよし証券（株）社外取締役  

（現任）
2016年 6月  社外取締役　監査等委員  

（現任）

所有する当社の株式数：0株

常務執行役員および執行役員

常務執行役員 山崎 弘之 経営企画部門担当補佐 兼 経営企画部長

常務執行役員 道場 敏明 米州事業部長

執行役員 保泉 武伸 経営企画部門担当補佐

執行役員 横田 和彦 中国事業部長　兼　三和喜雅 （上海）管理有限公司　董事長・総経理
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